愛知県立大学外国語学部年報（2013 年度）
2014 年 3 月

桃山学院大学・愛知県立大学「学生映像作品合同上映会」開催報告
2014 年 2 月 8 日（土）13:00-17:00
	
  学生映像作品合同上映会
2014 年 2 月 9 日（日）13:00-17:00
	
  民族誌映画特集
	
  「映像でみる世界の文化」
会場: シネ・ヌーヴォ X
	
  （大阪市西区九条 1-20-24）
	
  【主催】愛知県立大学教育・研究活性化推進費事業「映像技術を中心としたフィールドワーク
技法の教育と成果の社会還元」（2013 年度採択、代表: 亀井伸孝）／
桃山学院大学共同研究「大学における映像・メディア教育モデルの構築」（代表: 南出和余）
	
  【行事】2014 年 2 月 8 日（土）、大阪の映画館シネ・ヌーヴォ X にて、愛知県立大学と桃山学
院大学の共催による「学生映像作品合同上映会」が開催されました。両大学から、約 50 名が参加。
本学からは 18 名が参加し、合計 8 点の作品を出品しました（国際関係学科 14 名、スペイン語圏
専攻 1 名、歴史文化学科 1 名、大学院国際文化研究科 1 名、教員 1 名）。
	
  【経緯】上映会は、本学の教育・研究活性化推進費事業の一環として実施されたものです。昨
年度に続き、今年度もシリーズで映像制作ワークショップを実施しました。ゲスト講師として、
映像人類学者である南出和余講師（桃山学院大学）に、撮影や編集の技法に関する指導をいただ
きました。最終的に 8 点の映像作品が完成。学内上映会での意見交換、学生の都合も考慮した上
で 5 点を選定し、南出講師の本務校の学生たちとともに大阪での合同上映会に臨みました。
	
  【当日の様子】両大学から 5 作品ずつ、合計 10 点が出品されました。各作品に対して、もう
一方の大学の学生がコメントするなど、両大学の学生・教員をまじえた盛んな討論を行いました。
	
  あわせて、本学のグローバル人材育成プログラム「インターンシップ」の一環として実施した
「県大 PR 映像制作」のグループも、多言語の字幕を付けた小作品 3 点を出品し、
「多言語学習を
兼ねた映像制作、広報活動」の取り組みを紹介するプレゼンテーションをしました。中国語やフ
ランス語の字幕が表示される大学紹介映像の取り組みに、会場からはどよめきが起こりました。
	
  上映会後は、両大学合同の懇親会を開き、意見交換と楽しい交流の機会をもちました。
	
  翌 2 月 9 日（日）は、第一線の映像人類学者たちによって制作された作品 4 点を鑑賞し、制作
者と討論する「民族誌映画特集: 映像でみる世界の文化」に、研修の一環として参加しました。
	
  【成果と課題】成果としては、学生が映像制作と調査法のスキルを習得したこと、上映会を通
じて研究者や他大学の学生の取り組みから刺激を受けたことが挙げられます。大学広報や大学間
交流にも資することができました。
	
  課題としては、作品の質の一層の向上を図ること、学生が継続的に制作に取り組むための動機
付けの問題があります。単位を伴う授業化、講師招聘等のための予算措置などの継続的な取り組
みにより、本学の特色ある教育として育まれることが期待されます。
文責: 亀井伸孝（国際関係学科）
活性化事業「映像制作」ウェブサイト	
  http://kamei.aacore.jp/visual_anthropology2013-j.html

日時：2014年2月8日(土)
13：00～17：00
場所：シネ・ヌーヴォX
参加費無料（定員40名）
桃山学院大学国際教養学部学生作品
☾街にある映画館（15分）
坂田昇也、田村遼、金涌哲也

愛知県立大学外国語学部学生作品
☆ Traditional clamming in Kuwana（7分）
鈴木里彩、藤井梨花子

本上映会は・・・
桃山学院大学国際教養学部と
愛知県立大学外国語学部の学
生たちによって作られた映像
作品の合同上映会です。デジ
タルカメラとパソコンを駆使
して撮影編集し、映像作品に
仕上げるまでの努力と学びの
詰まった作品です。
どうぞご覧ください！

主催
■桃山学院大学 共同研究「大学
における映像・メディア教育モデ
ルの構築」 （代表：南出和余）
■愛知県立大学 教育研究活性
化推進費事業「映像技術を中心
としたフィールドワーク技法の教
育と成果の社会還元」
（代表：亀井伸孝）

☾アートが繋ぐ日本とバングラデシュ（10分） ☆ ハラールわかーる？（10分）
－瀬戸内国際芸術祭2013ベンガル島―

加藤佳子、河瀬裕美

佐々木瑞季、岡田未央、十九川宗裕

☆ セネガル、祈りの町で…（7分）
☾就活―自分との葛藤ー（29分）

星野佐和、渡邊崇代

阿部莉奈、西田万莉

☆ DENMARK～Design is Here（9分）
☾道はじぶんでつくる（20分）

岩下由季、高原光

―学生プロボクサー・モンキー修平―
秦野祥一

☆ ハラプロジェクト東北篇
～秋うらら福貴浦2013～（15分）

☾堀町だんじり（22分）
ー別れと新たな出会いー
宮本彰子、空山加奈子

味村由衣

発表者

スタッフ

参加者

阿部 莉奈

土井 真紀（司会）

井上 裕介

岡田 未央

横田 篤史（機材）

高橋 絵里

佐々木瑞季

コメンテーター

平田 理沙

空山加奈子

岡本かれん

前田 卓実

十九川宗裕

キムヒョンイル

山口 悠花

西田 万莉

数藤 美愛

秦野 祥一

本田 幸子

乗京 亜美

宮本 彰子

山中 薫

南野亜衣利

坂田 昇也

懇親会

戎子香菜美

田村 遼

大久保友理（司会）

金涌 哲也

坂田 昇也（幹事）

愛知県立大学外国語学部

亀井 伸孝（教員） 千葉 裕太（院生）
発表者

スタッフ

味村 由衣

大嵜真依子（司会）

岩下 由季

廣門 未紗（機材）

加藤 佳子

コメンテーター

河瀬 裕美

王

2014年2月8日（土）

Time

13：00～17：00
http://cinenouveau.com

桃山学院大学
愛知県立大学
学生映像作品合同上映会

恵子

鈴木 里彩

金井真実子

高原 光

佐藤 遥

藤井梨花子

中村しほみ

星野 佐和

山田 奈波

渡邊 崇代

Date

Place シネ・ヌーヴォX

C i n e N ou vea u X

桃山学院大学国際教養学部

南出 和余（教員）

主催
■桃山学院大学
共同研究「大学における映像・メディア
教育モデルの構築」（代表：南出和余）
■愛知県立大学
教育研究活性化推進費事業「映像技術を
中心としたフィールドワーク技法の教育
と成果の社会還元」（代表：亀井伸孝）

＜司会＞

大嵜真依子、土井真紀

13：00

開会のあいさつ

☾ 桃山学院大学学生作品

14：30 ☾就活―自分との葛藤ー

☆ 愛知県立大学学生作品

Filmed by 阿部莉奈、西田万莉

13：10 ☾街にある映画館

（15分）

現在、大学4回生は「就職活動」という人生において大切な決断の時にいる。その時期は初めて経
験することから、戸惑いや不安、ときには喜びや悲しみと、さまざまな自分との葛藤がある。本作
品では、ゼミの仲間たちのそれぞれの就活をめぐる思いを撮影し、その葛藤の答えにひとりひとり
のゴールがあることを伝えたい。

Filmed by 坂田昇也、田村遼、金涌哲也

Comment: 中村しほみ

大阪の下町情緒溢れる街、大阪九条にある映画館シネ・ヌーヴォ。当映画館の代表の景山理さん
に、シネ・ヌーヴォ誕生の経緯や映画館で映画を見ることについてお話を伺った。九条の商店街の
懐かしい雰囲気を通り抜けた先にある「映画館で映画を見ること」の良さを知ってもらいたい。

15：00

Comment: 佐藤遥

15：10 ☆ DENMARK～Design is Here

13：30 ☆ Traditional clamming in Kuwana

（7分）

Filmed by 鈴木里彩、藤井梨花子
三重県の北東部に位置する桑名市には、さまざまな歴史や伝統文化が存在している。今回は、赤須
賀地区で古くから行われてきた、しじみ漁や蛤漁にスポットを当て、その魅力をお伝えしたい。
実際の漁の風景や働く人々の姿などを通して桑名市の素晴らしさを感じてもらいたい！

Comment: 本田幸子

13：45 ☾アートが繋ぐ日本とバングラデシュ

（10分）

－瀬戸内国際芸術祭2013ベンガル島―
2013年夏、バングラデシュの職人さんやパフォーマーの方々総勢100人以上が、香川県高松港に、
物づくりの興奮や楽しさを伝えるため来日した。生活に根付いたバングラデシュ文化の美しいアー
トだけでなく、親日的で素敵な彼らの内面にも踏み込みながら、「ベンガル島」のある１日の様子
を撮影した。この映像を通して、バングラデシュの文化や、彼らの日本に対する特別な思いや人間
性を多くの人に知ってもらいたい。

Comment: 山田奈波

14：00 ☆ ハラールわかーる？
Filmed by 加藤佳子、河瀬裕美

（10分）

グローバル化する日本。以前より様々な文化や宗教を持つ人が行きかうようになった。そんな中で
出会った言葉『ハラール』。イスラーム法で許された食べ物と行為を意味する。イスラームを信仰
する人々はハラールの下で食生活を行う。イスラームとあまりなじみのない日本で彼らはどのよう
に生活しているのか。身近にあって知らない世界を知ってほしい。あなたはハラールわかーる？

Comment: 数藤美愛

14：15 ☆ セネガル、祈りの町で…

（7分）

Filmed by 星野佐和、渡邊崇代
人口の90%をイスラーム教徒が占めるセネガルで、ムリッド教団の聖地であるToubaは、巨大なモ
スクを中心にセネガル第二の都市といわれるまでに発展した。Toubaはアラビア語で幸福を意味
し、コーランの文脈においては「楽園の樹」と表される。人々が祈りを捧げる町Toubaは、世界中
から巡礼者たちだけでなく、観光客も多数訪れる。撮影者たちが初めて触れたイスラームの空気
を、本作を通して伝えたい。

Comment: キムヒョンイル

休憩

※愛知県立大学による多言語版映像の取り組み紹介映像
（9分）

Filmed by 岩下由季、高原光
近年、北欧デザインが日本でも人気だが、それらには実際にどのようなデザインがあり、また現地
の人々にとってどのような存在なのだろうか。2013年夏、北欧の地デンマークで本場のデザイン
を味わった。デザイン博物館や手作り雑貨屋さん、ホテルやカフェなど、あらゆる身近なシーンで
出会ったデンマークデザイン。デザイナーAnetteさんへのインタビューやコペンハーゲンのきれい
な街並みもお楽しみください。

Comment: 山中 薫

15：25 ☾道はじぶんでつくる―学生プロボクサー・モンキー修平―
Filmed by 秦野祥一

Filmed by 佐々木瑞季、岡田未央、十九川宗裕

（25分）

（20分）

ボクシング西日本新人王決勝という大舞台に立つプロボクサー田村修平。プロボクサーであると同
時に大学生である彼がボクシングを通して奮闘する姿と葛藤を、彼と同世代の若者に見てもらい、
またそこから自分自身の夢や目標にさらに頑張れるきっかけにしてもらいたい。

Comment: 王恵子

15：50 ☆ ハラプロジェクト東北篇 ～秋うらら福貴浦2013～（15分）
Filmed by 味村由衣
ハラプロジェクトとは、原智彦氏主催の演劇パフォーマンス集団である。普段は名古屋大須を中心
に公演を行っている。本作品は、2年前から繋がりができた石巻・福貴浦の漁村での2013年度の公
演をその練習から記録した。これを通して“表現する”ことの面白さや演劇についても興味をもっ
ていただけたら幸いである。

Comment: 岡本かれん

16：10 ☾堀町だんじりー別れと新たな出会いー
Filmed by 宮本彰子、空山加奈子

（22分）

2012年、貝塚市麻生郷地区堀町では、64年の歩みを経て地車（だんじり）を新調することになっ
た。11月、慣れ親しんだ地車との別れを惜しみながら昇魂式を行った。そして翌2013年9月、新調
された地車が迎え入れるための入魂式が行われた。本作品では、堀町における地車との別れと新し
い出会いを経験する担い手たちの思いをドキュメントする。

Comment: 金井真実子

16：40

総合コメント

☾ St. An drew ’ s Un i ver sit y & Ai ch i Pre fe ctural Univer sit y ☆

☆ Ai ch i Pre fe ctu ra l Un i ver sit y & St. Andre w’s Uni ver sit y ☽

プログラム

